
自校方式浜松市立学校等給食用食材の産地（予定）について
※ここに示した食材や産地は、入荷状況等により変更となる場合もあります。

令和４年度1・2・3月分

食　材　名 主原料産地（加工地） 食　材　名 主原料産地（加工地）

おおむぎ(冷) イタリア等 きびなご(冷･澱粉) 鹿児島県

きしめん(乾) 日本 さわら(冷･澱粉) 東シナ海

そうめん(乾･茶) オーストラリア他 さんま(冷･澱粉) 北海道・三陸沖

中華めん(冷) アメリカ他 ごまさば(冷･澱粉) 静岡県

焼きふ(小町ふ) アメリカ他 さば(冷･澱粉） ノルウェー

ふ(小玉） アメリカ他 あじ(冷･ﾌｨﾚ澱粉) タイ

ふ(豆ふ･色付） アメリカ他 ししゃも(澱粉付) ノルウェー

精白米（調理用） 静岡県 赤魚（冷・塩胡椒・澱粉） アメリカ

ほうとう(冷) 日本 きす天ぷら(冷) タイ等

トック 日本 ﾒﾋｶﾘ天ぷら(冷) 静岡県等

ｱﾙﾌｧ化もち玄米 秋田県 さけフライ(冷) 北海道

はちみつ メキシコ ｱｼﾞｺｰﾝﾌﾚｰｸﾌﾗｲ(冷) インド洋等

メープルシロップ カナダ わかさぎ竜田揚げ(冷) カナダ

あずき(乾) 北海道 ｲﾜｼ磯辺揚げ(冷) 愛知県他

白いんげん豆(乾) 北海道 ｻﾊﾞ塩糀焼き(冷) ノルウェー

金時豆(乾) 北海道 さば(冷･塩焼き) ノルウェー

白いんげん豆(冷) 日本 さば(冷･味噌煮) 宮城県等

赤いんげん豆(冷) アメリカ等 いか（冷・角・澱粉) ペルー

白いんげん豆ﾍﾟｰｽﾄ(冷) 北海道 いか天ぷら(冷) ペルー

うずら豆(乾） 北海道 黒はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ(冷） 静岡県

だいず(乾) 北海道 あじたたき身ﾎﾞｰﾙ(冷) 長崎県

きな粉 北海道 木の葉揚げ(冷) アメリカ

凍り豆腐 国内 ヒレカツ(冷) 主に宮崎県

ゆば(乾) 富山県 ささみフライ(冷) 宮城県

ひよこ豆(乾) アメリカ とり天(冷) 北海道他

レンズ豆(乾) アメリカ 若鶏加熱レバー(冷) 宮崎県他

ｶｼｭｰﾅｯﾂ インド 若鶏ﾚﾊﾞｰ澱粉付(冷) 宮崎県他

くり(水煮) 韓国 焼き目付餃子(冷) 日本

ごま(白) 中南米他・パラグアイ・グアテマラ他 肉しゅうまい(冷) 日本

（公財）静岡県学校給食会浜松支部



ごま(黒) ミャンマー・ボリビア他 鶏と豚減塩ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(冷) 国内

ｱｰﾓﾝﾄﾞ(いり･丸） アメリカ等 肉団子（冷・Fe入り） 国内

さやいんげん(冷) 北海道 オムレツ(冷) 新潟県・富山県

えだまめ(冷） タイ ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｵﾑﾚﾂ(冷) 日本

グリンピース(冷) ニュージーランド 厚焼卵(冷) 新潟県・富山県

かんぴょう(乾) 栃木県 厚焼卵(冷･青のり) 浜松市

切干しだいこん 宮崎県 五目厚焼卵(冷） 新潟県・富山県

たくあん(刻み) 群馬県 錦糸卵(冷) 国内

高菜漬け 長崎県 オムライス用卵焼き 日本

菜の花(冷) 徳島県 そぼろ卵(冷) 千葉県他

はくさい(キムチ･冷) 三重県・長野県 白花豆コロッケ(冷) 北海道

ビーツ(缶) アメリカ ゼリーフライ(冷） 石川県・北海道

ブロッコリー(冷) エクアドル シューストリングポテト（冷） オランダ他

すだち(果汁) 徳島県 いも餅(冷) 日本

干しぶどう アメリカ れんこんのはさみ揚げ(冷) 徳島県

ぶどう果汁 アメリカ他 ポテトのホイル焼き(冷) 北海道

もも果汁 山梨県 ガトーショコラ(冷) 国内

焼きのり(刻み) 有明海他 米粉のｶｯﾌﾟｹｰｷ(冷･ｲﾁｺﾞ） 栃木県他

すきこんぶ 岩手県 ブルーベリーﾀﾙﾄ(冷) 国内

こんぶ(角切り) 北海道 豆乳ﾌﾟﾘﾝﾀﾙﾄ（冷） 国内

寒天(粉) 南米等 ﾊﾞﾅﾅのｽﾃｨｯｸｹｰｷ(冷) 国内

煮干し(かえり) 日本 もち米 千葉県

しらす干し(冷) 遠州灘 ホットケーキミックス 日本

かつおフレーク（野菜ｴｷｽ漬） 静岡県 白ざらめ糖 タイ

さけ（冷・切身） 北海道 アルミカップ（目玉焼き用） ベトナム

さば（冷・切身） ノルウェー 中華スープの素 日本

さばひと塩（冷） ノルウェー ピザソース ポルトガル・ニュージーランド

さわら(冷・切身) 東シナ海 塩こうじ 日本

ししゃも干物(冷) ノルウェー ごま塩 ミャンマー等

ぶり(冷･切身） 北海道 塩ラーメンスープの素 日本

むきえび(冷) ミャンマー 豚骨ラーメンの素 日本

いか(冷･角切) ペルー プリンの素 アメリカ・日本等

さつま揚げ（冷） タイ・米国・インドネシア パンナコッタの素 アメリカ・日本等



ﾎﾞﾝﾚｽﾊﾑ(無塩せき) 千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 揚げだし豆腐 ｱﾒﾘｶ､ｶﾅﾀﾞ

ベーコン(無塩せき) デンマーク 乾燥野菜ミックス 日本

ｳｲﾝﾅｰ(粗挽･無塩せき) 千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 くきわかめ 静岡県

ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰｼﾞ(無塩せき) 千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 減塩しらす干し(冷) 静岡県 (駿河湾)

ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ(無塩せき) 千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 豚レバーチップ(冷） 日本

食べる乳酸菌飲料 日本・北海道 チキンハム(冷） 日本

南部せんべい 岩手県 ツナコロッケ(冷) 北海道

抹茶 静岡県 ししゃもフライ(冷) カナダ

茶(食べるお茶) 静岡県 ししゃも竜田揚げ ｶﾅﾀﾞ

ココア オランダ 富士山なると(冷) 日本､ﾀｲ

塩こうじ 日本・アメリカ 冷凍いわしボール 千葉県､ 静岡県､ 鳥取県

ケチャップ（小袋入り） アメリカ・イタリア他 冷凍青のり入りボール 日本､ｱﾒﾘｶ

減塩ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 日本 ホキ米粉お茶フライ(冷) ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾁﾘ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ他

麦みそ 日本 黒はんぺんお茶フライ(冷） 静岡県

豆みそ(赤だし) 愛知県 かます米粉お茶フライ(冷) 静岡県

粒入りマスタード カナダ いわし梅煮(冷) 青森県､北海道､千葉県､鳥取県､ﾛｼｱ他

黒酢 日本 さんまカボスレモン煮(冷) 台湾､ 三陸沖

ゆずこしょう 日本 フカ（角・澱粉付) 三陸

ごまドレッシング 国内 お魚豆乳団子(冷) ｱﾒﾘｶ他

玉ねぎﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 国内 磯香団子(冷） ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

はちみつｼﾞｬﾑ アルゼンチン いわし生姜煮(冷) 青森県､北海道､千葉県､鳥取県､ﾛｼｱ他

わかめふりかけ 韓国 ぶりフライ(冷) 日本

天つゆ 国内 わかさぎフライ（冷） ﾛｼｱ

くだものｾﾞﾘｰ(ｸﾞﾚｰﾌﾟ) アメリカ他 いかボール（冷） ﾍﾟﾙｰ

くだものｾﾞﾘｰ(ﾋﾟｰﾁ) 日本 若鶏レバー(冷･澱粉付） 日本

ももミニゼリー 山形県 荒挽つくね(冷) 日本

お茶プリン(冷) 国内 ポーク包子(冷） 日本

レモンムース（冷） 国内 ねぎみそ包子(冷） 日本

焼プリンタルト（冷） 国内 ポテトとお米のささみカツ（冷) 日本

フルーツ杏仁風プリン（冷） 日本 大豆コロッケ(冷) 北海道

お米のタルト(冷) 国内 ラビオリ(冷) 北海道

ティラミス（冷） オーストラリア・日本 具入りオムレツ(冷) 日本

チョコプリン（冷） 国内 ぎょうざ（冷) 日本



県内産煎茶クリーム大福(冷) 日本 春巻き(冷) 日本

まんてん黒豆 北海道 海鮮チヂミ(冷) 九州他

たら(冷･角･澱粉) ロシア・アメリカ りんごゼリー(冷) 日本他

ホキ(冷･角･澱粉) ニュージーランド みかんタルト(冷) ｱﾒﾘｶ､日本他

ﾒﾙﾙｰｻ(冷･角･澱粉) アルゼンチン等 ガーリックマーガリン アメリカ、カナダ、ブラジル等

しいら(冷･角･澱粉) 長崎県等 わかめごはんの素 韓国、日本

たら(冷･澱粉) ロシア・アメリカ 西京みそ タイ

ホキ(冷･澱粉) ニュージーランド


